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3102511月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第1競走 ��
��1，200�サラブレッド系2歳

発走10時05分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：11．0
1：10．2

重
不良

47 ミ ツ バ 牡2鹿 55 幸 英明�協栄 加用 正 日高 タバタファーム 448＋ 41：14．1 6．1�
36 エンデヴァー 牡2黒鹿55 M．バルザローナ H.H．シェイク・モハメド 岡田 稲男 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 526＋ 81：14．52� 104．9�
（仏）

11 ジョウショーエガオ 牝2栗 54 池添 謙一熊田 義孝氏 高橋 康之 新ひだか 沖田 哲夫 466－ 21：14．82 12．7�
611 オレンジピークス 牡2鹿 55 福永 祐一西森 鶴氏 目野 哲也 平取 坂東牧場 522＋ 61：14．9クビ 7．7�
713 スズカオパール 牝2栗 54 藤岡 佑介永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 小島牧場 468＋ 21：15．32� 201．7�
24 スズカレグルス 牡2栗 55 竹之下智昭永井商事� 西橋 豊治 様似 様似共栄牧場 456± 01：15．72� 326．7	
815 オイルタウン 牡2栗 55 酒井 学山上 和良氏 梅内 忍 日高 沖田牧場 454＋ 61：15．8� 375．3

35 	 マ ラ ニ ー ノ 牡2鹿 55 岩田 康誠吉田 和美氏 西園 正都 米 Meg Buckley &

Mike Buckley 494＋ 81：15．9� 1．4�
48 ゴットモーニング 牡2鹿 55 国分 恭介後藤 進氏 木原 一良 新ひだか 高橋フアーム 456＋10 〃 ハナ 15．9�
816 サイレンスラヴ 牝2鹿 54

51 ▲義 英真河内 孝夫氏 岡田 稲男 新冠 中地 康弘 460－ 2 〃 ハナ 209．9
59 ワンダーグロワール 牡2鹿 55 国分 優作山本 信行氏 梅内 忍 日高 日西牧場 484－ 2 〃 クビ 28．5�
23 シゲルワッショイ 牡2栗 55 太宰 啓介森中 蕃氏 服部 利之 新ひだか 加野牧場 462± 01：16．11
 275．7�
12 パ ピ プ ペ ポ 牝2鹿 54 川田 将雅小田切有一氏 田中 章博 浦河 木村牧場 452－ 21：16．2� 27．7�
510 レンズフルパワー 牡2鹿 55 北村 友一田畑 富子氏 境 直行 浦河 宮内牧場 496± 0 〃 同着 80．0�
714 シゲルオハシリサン 牡2鹿 55 秋山真一郎森中 蕃氏 飯田 祐史 新ひだか 三石川上牧場 446－12 〃 ハナ 121．4�
612	 アヴェーヌモン 牡2鹿 55 川島 信二加藤 誠氏 中竹 和也 米 Justice Farm

& Greg Justice 532＋ 81：17．79 36．4�
（16頭）

売 得 金
単勝： 21，440，100円 複勝： 41，824，100円 枠連： 11，727，100円
馬連： 38，114，700円 馬単： 26，815，600円 ワイド： 21，550，600円
3連複： 50，072，500円 3連単： 83，695，900円 計： 295，240，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 610円 複 勝 � 200円 � 2，300円 � 460円 枠 連（3－4） 330円

馬 連 �� 17，150円 馬 単 �� 27，580円

ワ イ ド �� 3，970円 �� 790円 �� 7，220円

3 連 複 ��� 41，540円 3 連 単 ��� 229，840円

票 数

単勝票数 計 214401 的中 � 27845（2番人気）
複勝票数 計 418241 的中 � 69078（2番人気）� 3871（11番人気）� 22543（4番人気）
枠連票数 計 117271 的中 （3－4） 27272（1番人気）
馬連票数 計 381147 的中 �� 1722（30番人気）
馬単票数 計 268156 的中 �� 729（56番人気）
ワイド票数 計 215506 的中 �� 1366（30番人気）�� 7405（7番人気）�� 744（41番人気）
3連複票数 計 500725 的中 ��� 904（82番人気）
3連単票数 計 836959 的中 ��� 264（419番人気）

ハロンタイム 12．7―11．4―11．8―12．4―12．9―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．7―24．1―35．9―48．3―1：01．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F50．0―3F38．2
3 ・（5，11）（1，9）2（6，12）16－（3，13）7，4（8，14，15）－10 4 ・（5，11）（1，9）－6，2－16（3，13）（12，7）4（8，14）15＝10

勝馬の
紹 介

ミ ツ バ �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 コマンダーインチーフ デビュー 2014．9．21 阪神5着

2012．3．28生 牡2鹿 母 セントクリスマス 母母 ゴールデンジャック 4戦1勝 賞金 7，000，000円
〔発走状況〕 ジョウショーエガオ号は，枠入り不良。発走時刻2分遅延。
〔調教再審査〕 ジョウショーエガオ号は，発走調教再審査。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3102611月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第2競走 ��1，800�サラブレッド系2歳
発走10時35分 （芝・右・外）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：45．9

良
良

713 クリプトグラム 牡2栗 55 岩田 康誠 �キャロットファーム 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 458＋ 21：47．5 3．0�
59 ラウレアブルーム 牡2鹿 55 和田 竜二横瀬 兼二氏 山内 研二 日高 メイプルファーム 494＋ 2 〃 クビ 7．9�
612 クローディオ 牡2鹿 55 福永 祐一 �キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 460－ 4 〃 ハナ 14．3�
816 レーゲンヴァルト 牡2栗 55 藤岡 康太 �社台レースホース宮 徹 千歳 社台ファーム 492－ 21：47．6� 27．3�
611 オールマンリバー 牡2黒鹿55 浜中 俊三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム 480－ 41：47．7� 2．5�
35 アイファーサンディ 牡2鹿 55 小牧 太中島 稔氏 加藤 敬二 新ひだか 野表 篤夫 450－ 21：48．55 15．7	
24 ウインガニオン 牡2黒鹿55 C．ルメール
ウイン 西園 正都 新冠 コスモヴューファーム 470＋ 21：48．71� 8．1�

（仏）

47 タガノクレイオス 牡2鹿 55 北村 友一八木 良司氏 加用 正 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 498＋ 6 〃 クビ 34．6�

48 アマノジョージア 牡2青 55 秋山真一郎中村 孝氏 湯窪 幸雄 浦河 丸村村下
ファーム 474± 01：48．8クビ 150．6

12 スピリッツミノル 牡2栗 55 藤岡 佑介吉岡 實氏 本田 優 新ひだか フジワラフアーム 484＋ 4 〃 ハナ 72．1�
23 ワールドリースター 牡2鹿 55 川田 将雅 �サンデーレーシング 松田 博資 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 460＋ 6 〃 クビ 22．3�
815 ス ズ ミ サ キ 牝2鹿 54 国分 優作三宅 勝俊氏 境 直行 新ひだか 沖田 博志 438＋ 21：49．75 831．5�
11 ハマノマーキュリー 牡2栗 55 岡田 祥嗣浜井 弘至氏 服部 利之 新冠 山岡ファーム 420＋ 41：49．8クビ 521．6�
36 ヤマニンラビサン 牝2栗 54 松山 弘平土井 肇氏 柴田 政見 浦河 廣田 伉助 472± 01：50．75 383．9�
510 マサノアウトバーン 牡2鹿 55 川須 栄彦中村 時子氏 高野 友和 浦河 笠松牧場 492± 01：51．01� 387．8�
714 ダ ン シ ン グ 牝2栗 54 酒井 学副島 義久氏 田所 秀孝 浦河 大西ファーム 502＋ 41：51．53 57．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，169，100円 複勝： 40，334，900円 枠連： 10，836，500円
馬連： 45，448，900円 馬単： 28，004，800円 ワイド： 24，777，600円
3連複： 60，137，200円 3連単： 84，754，800円 計： 322，463，800円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 170円 � 180円 � 460円 枠 連（5－7） 1，540円

馬 連 �� 1，430円 馬 単 �� 2，010円

ワ イ ド �� 540円 �� 1，130円 �� 2，230円

3 連 複 ��� 6，130円 3 連 単 ��� 22，320円

票 数

単勝票数 計 281691 的中 � 72917（2番人気）
複勝票数 計 403349 的中 � 73076（2番人気）� 64972（3番人気）� 17384（6番人気）
枠連票数 計 108365 的中 （5－7） 5443（6番人気）
馬連票数 計 454489 的中 �� 24496（4番人気）
馬単票数 計 280048 的中 �� 10433（5番人気）
ワイド票数 計 247776 的中 �� 12477（4番人気）�� 5561（12番人気）�� 2716（21番人気）
3連複票数 計 601372 的中 ��� 7351（17番人気）
3連単票数 計 847548 的中 ��� 2753（60番人気）

ハロンタイム 12．9―11．0―11．1―11．9―12．2―12．0―12．1―12．1―12．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―23．9―35．0―46．9―59．1―1：11．1―1：23．2―1：35．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．4
3 ・（2，4）（10，14）16－（1，5）（9，13，11）－（7，12）（3，15）8，6 4 2，4－（16，10）（5，14，11）（1，9，13）（7，12）（3，8）－15，6

勝馬の
紹 介

クリプトグラム �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．10．12 京都2着

2012．5．14生 牡2栗 母 チアズメッセージ 母母 チアズダンサー 2戦1勝 賞金 7，800，000円
※ヤマニンラビサン号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

第５回 京都競馬 第３日



3102711月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第3競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走11時05分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．6
1：23．1

重
重

69 メイショウサターン 牡2栗 55 �島 良太松本 好雄氏 武田 博 新ひだか 本桐牧場 474＋ 21：27．9 48．4�
34 アグネスファイン 牝2青鹿54 小林 徹弥渡辺公美子氏 森 秀行 浦河 高松牧場 434－101：28．0� 16．0�
814 ラームリュンヌ 牝2黒鹿54 秋山真一郎 �ローレルレーシング 飯田 祐史 新冠 新冠橋本牧場 478－ 2 〃 アタマ 5．4�
11 キクノコール 牡2鹿 55 幸 英明菊池 五郎氏 吉田 直弘 浦河 松田 憲一 466－ 21：28．1クビ 17．4�
45 サカダッシュ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真一村 哲也氏 岡田 稲男 浦河 ダイヤモンドファーム 474－ 4 〃 クビ 43．1�
22 ヴェリタスキング 牡2黒鹿55 川須 栄彦松本 肇氏 佐藤 正雄 新冠 五丸農場 482＋ 21：28．41� 4．2	
58 セイセイセイ 牡2鹿 55 酒井 学薪浦 亨氏 梅田 康雄 安平 吉田 三郎 438＋ 41：28．5� 31．2

57 カネトシバリアント 牡2栗 55 松山 弘平兼松 利男氏 白井 寿昭 浦河 高昭牧場 474－ 2 〃 クビ 8．4�
813 デルニエアトゥー 牡2黒鹿55 岩田 康誠前田 晋二氏 鈴木 孝志 千歳 社台ファーム 494＋ 21：28．6クビ 5．1�
711 セイユニコーン 牡2芦 55 小牧 太金田 成基氏 服部 利之 日高 いとう牧場 456＋ 21：29．13 26．9
712 バ ニ ス タ ー 牡2青鹿55 太宰 啓介村上 憲政氏 本田 優 新冠 守矢牧場 504± 0 〃 アタマ 4．1�
46 タガノプリマドンナ 牝2鹿 54 和田 竜二八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠

タガノファーム 492＋ 4 〃 クビ 29．2�
33 シゲルハダカマツリ 牡2鹿 55 藤岡 佑介森中 蕃氏 伊藤 圭三 浦河 惣田 英幸 B520－101：29．73� 122．8�
610 キーコンサート 牡2鹿 55 国分 優作北前孔一郎氏 目野 哲也 新冠 高瀬 敦 456＋ 21：30．12� 241．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 17，607，900円 複勝： 27，059，300円 枠連： 12，042，000円
馬連： 36，953，200円 馬単： 22，498，200円 ワイド： 20，431，800円
3連複： 48，466，000円 3連単： 67，127，200円 計： 252，185，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 4，840円 複 勝 � 1，280円 � 590円 � 230円 枠 連（3－6） 17，840円

馬 連 �� 49，120円 馬 単 �� 86，970円

ワ イ ド �� 10，230円 �� 6，080円 �� 1，730円

3 連 複 ��� 80，060円 3 連 単 ��� 839，090円

票 数

単勝票数 計 176079 的中 � 2906（12番人気）
複勝票数 計 270593 的中 � 4809（12番人気）� 11298（7番人気）� 36867（4番人気）
枠連票数 計 120420 的中 （3－6） 523（28番人気）
馬連票数 計 369532 的中 �� 583（65番人気）
馬単票数 計 224982 的中 �� 194（128番人気）
ワイド票数 計 204318 的中 �� 508（63番人気）�� 859（50番人気）�� 3122（20番人気）
3連複票数 計 484660 的中 ��� 454（161番人気）
3連単票数 計 671272 的中 ��� 58（1219番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―12．0―12．6―12．7―13．2―13．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．6―35．6―48．2―1：00．9―1：14．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F52．3―3F39．7
3 ・（2，5）（1，7，12）3－（6，4）（8，13，11）－（14，10）9 4 ・（2，5）（7，12）（1，3）（6，4）8（14，13）（9，11）－10

勝馬の
紹 介

メイショウサターン �
�
父 メイショウオウドウ �

�
母父 メイショウドトウ デビュー 2014．7．20 中京9着

2012．5．1生 牡2栗 母 メイショウハナビ 母母 メイショウパール 3戦1勝 賞金 5，000，000円

3102811月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第4競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走11時35分 （芝・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：32．3
1：32．3

良
良

36 ヴェルステルキング 牡2鹿 55 福永 祐一佐々木主浩氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 468＋ 61：35．6 2．0�
47 ディファースト 牡2鹿 55 川田 将雅大八木信行氏 松田 博資 新ひだか 水上 習孝 490± 01：35．81� 75．5�
35 センターピース 牡2栗 55 岩田 康誠水上 行雄氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 460± 01：35．9クビ 7．4�
23 リリーヴィクトリー 牡2黒鹿55 池添 謙一土井 孝夫氏 池添 兼雄 浦河 三嶋牧場 494＋ 2 〃 クビ 5．2�
612 ニホンピロシナバー 牡2青鹿55 酒井 学小林百太郎氏 大橋 勇樹 新ひだか 片岡牧場 478＋ 21：36．11� 65．6�
12 サトノアッシュ 牡2鹿 55 C．ルメール 里見 治氏 中竹 和也 日高 下河辺牧場 452－ 21：36．2クビ 4．0�

（仏）

24 バトルボンネビル 牡2芦 55 M．バルザローナ 宮川 秋信氏 森田 直行 浦河 山田 昇史 442＋ 41：36．41� 79．5	
（仏）

11 ミスズダンディー 牡2鹿 55 北村 友一永井 啓弍氏 加藤 敬二 浦河 バンブー牧場 484± 0 〃 アタマ 148．9

713 モズフリムカナイデ 牝2芦 54 小牧 太北側 雅司氏 飯田 祐史 日高 日高大洋牧場 434－ 6 〃 アタマ 48．3�
611 ウォーターメアヌイ 牝2鹿 54 武 幸四郎山岡 正人氏 田所 秀孝 新ひだか 酒井 秀紀 438－ 41：36．5クビ 313．9�
510 パイアタウン 牝2栗 54 幸 英明金子真人ホール

ディングス 吉田 直弘 日高 白井牧場 450＋ 41：36．6	 44．7�
815 テイエムトラネコ 牡2芦 55 太宰 啓介竹園 正繼氏 柴田 光陽 日高 豊郷牧場 466＋ 41：37．02� 64．2�
59 ウエスタンルーポ 牡2鹿 55

52 ▲義 英真西川 賢氏 崎山 博樹 新ひだか ウエスタンファーム 498＋ 2 〃 アタマ 53．3�
714 セイジャッカル 牡2鹿 55 国分 優作金田 成基氏 服部 利之 新ひだか 嶋田牧場 468＋ 81：37．21 36．2�
816 ツジスーパーハヤテ 牡2鹿 55 藤田 伸二辻 俊夫氏 田中 章博 新冠 石田牧場 452－ 21：38．58 148．8�
48 
 テ ル ヌ ー ヴ 牝2鹿 54 松山 弘平岡田 牧雄氏 鈴木 孝志 米 Tony Holmes &

Tim Thornton 478＋ 21：39．13� 34．5�
（16頭）

売 得 金
単勝： 23，702，600円 複勝： 61，605，200円 枠連： 14，790，200円
馬連： 46，545，900円 馬単： 35，703，800円 ワイド： 24，996，200円
3連複： 58，318，400円 3連単： 111，174，800円 計： 376，837，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 200円 複 勝 � 110円 � 910円 � 240円 枠 連（3－4） 1，710円

馬 連 �� 5，720円 馬 単 �� 7，080円

ワ イ ド �� 1，860円 �� 280円 �� 5，890円

3 連 複 ��� 9，320円 3 連 単 ��� 42，480円

票 数

単勝票数 計 237026 的中 � 91694（1番人気）
複勝票数 計 616052 的中 � 398999（1番人気）� 5764（12番人気）� 29863（4番人気）
枠連票数 計 147902 的中 （3－4） 6690（6番人気）
馬連票数 計 465459 的中 �� 6303（14番人気）
馬単票数 計 357038 的中 �� 3778（20番人気）
ワイド票数 計 249962 的中 �� 3155（16番人気）�� 27245（2番人気）�� 971（43番人気）
3連複票数 計 583184 的中 ��� 4689（29番人気）
3連単票数 計1111748 的中 ��� 1897（101番人気）

ハロンタイム 12．3―11．3―11．8―12．5―12．3―11．9―11．6―11．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．3―23．6―35．4―47．9―1：00．2―1：12．1―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．7―3F35．4
3 7，8（3，11）（5，6，14）（2，10，12，16）9（1，15）（13，4） 4 7－（3，8，11）（5，6，14）12（2，10）（1，9，15，16）（13，4）
市場取引馬

勝馬の
紹 介

ヴェルステルキング �
�
父 サクラバクシンオー �

�
母父 マンハッタンカフェ デビュー 2014．8．23 札幌5着

2012．3．9生 牡2鹿 母 サ ル ス エ ラ 母母 ハルーワソング 4戦1勝 賞金 9，000，000円
〔発走状況〕 テイエムトラネコ号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 サトノアッシュ号の騎手C．ルメールは，4コーナーで外側に斜行したことについて過怠金30，000円。（被害馬：10番）

ウエスタンルーポ号の騎手義英真は，4コーナーで外側に斜行したことについて戒告。（被害馬：15番）
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3102911月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第5競走 ��
��1，800�サラブレッド系2歳

発走12時30分 （芝・右・外）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：46．5
1：45．9

良
良

11 レ ガ ッ タ 牡2鹿 55 福永 祐一寺田千代乃氏 昆 貢 新ひだか トウショウ産業株式会社トウショウ牧場 468 ―1：51．7 2．2�
55 イルミリオーネ 牡2鹿 55 浜中 俊 �キャロットファーム 清水 久詞 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 538 ―1：51．91� 7．4�
22 ダノンブライト 牡2青鹿55 池添 謙一�ダノックス 大久保龍志 日高 下河辺牧場 456 ―1：52．11� 12．3�
810 サトノラプター 牡2黒鹿55 C．ルメール 里見 治氏 平田 修 安平 ノーザンファーム 490 ―1：52．2� 13．1�

（仏）

78 タイキラトナンジュ 牡2鹿 55 M．バルザローナ�大樹ファーム 岡田 稲男 浦河 有限会社 ビク
トリーホースランチ 444 ―1：52．3� 63．1	

（仏）

44 サダムエルドラド 牡2青鹿55 岩田 康誠大西 定氏 松田 博資 洞	湖 レイクヴィラファーム 502 ―1：52．83 18．8

66 ラヴィダフェリース 牡2黒鹿55 川田 将雅 �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 500 ― 〃 ハナ 2．6�
89 スプランドゥール 牡2青鹿55 秋山真一郎 �キャロットファーム 角田 晃一 安平 ノーザンファーム 466 ―1：53．22� 42．1�
33 ルートヴィヒコード 牡2鹿 55 藤岡 佑介�G1レーシング 長浜 博之 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 476 ―1：53．3
 28．8
77 マイネルカペラ 牡2鹿 55 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 高野 友和 新冠 ビッグレッドファーム 440 ―1：53．51� 118．2�
（10頭）

売 得 金
単勝： 30，668，500円 複勝： 34，312，100円 枠連： 9，643，000円
馬連： 44，282，700円 馬単： 34，129，800円 ワイド： 23，169，400円
3連複： 53，866，200円 3連単： 111，545，500円 計： 341，617，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 120円 � 210円 � 250円 枠 連（1－5） 820円

馬 連 �� 950円 馬 単 �� 1，380円

ワ イ ド �� 360円 �� 530円 �� 1，200円

3 連 複 ��� 3，060円 3 連 単 ��� 7，880円

票 数

単勝票数 計 306685 的中 � 109501（1番人気）
複勝票数 計 343121 的中 � 112937（1番人気）� 33977（3番人気）� 25517（5番人気）
枠連票数 計 96430 的中 （1－5） 9039（2番人気）
馬連票数 計 442827 的中 �� 36079（2番人気）
馬単票数 計 341298 的中 �� 18524（3番人気）
ワイド票数 計 231694 的中 �� 17926（2番人気）�� 11178（5番人気）�� 4555（14番人気）
3連複票数 計 538662 的中 ��� 13160（6番人気）
3連単票数 計1115455 的中 ��� 10260（20番人気）

ハロンタイム 13．0―12．1―12．7―13．5―13．9―13．1―11．9―10．6―10．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
13．0―25．1―37．8―51．3―1：05．2―1：18．3―1：30．2―1：40．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．5―3F33．4
3 ・（2，8）（1，6，5）10（4，7）（3，9） 4 ・（2，8，5，10）（1，6）9（4，7）3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

レ ガ ッ タ �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 エンドスウィープ 初出走

2012．2．29生 牡2鹿 母 スイープトウショウ 母母 タバサトウショウ 1戦1勝 賞金 7，000，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3103011月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第6競走 ��1，200�サラブレッド系2歳
発走13時00分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．0
1：07．8

良
良

33 アグネスユーリヤ 牡2鹿 55 藤田 伸二渡辺公美子氏 長浜 博之 千歳 社台ファーム 460 ―1：10．6 9．5�
79 マルヨバクシン 牝2栗 54 藤岡 佑介野村 春行氏 牧田 和弥 日高 前野牧場 482 ― 〃 クビ 2．4�
22 ドリームポリーニ 牡2栗 55 和田 竜二セゾンレースホース� 岩元 市三 浦河 浦河日成牧場 442 ―1：10．7クビ 4．3�
55 フ ォ ギ ヴ 牡2鹿 55 幸 英明 H.H．シェイク・モハメド 西浦 勝一 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 484 ―1：11．12� 12．2�
78 ロードグロワール 牡2鹿 55 C．ルメール �ロードホースクラブ 浅見 秀一 新ひだか ケイアイファーム 444 ― 〃 クビ 4．3�

（仏）

11 チ ト セ チ ヨ 牝2鹿 54 小林 徹弥小嶋 將則氏 山内 研二 浦河 小島牧場 412 ―1：11．31� 103．0	
67 ボールドハート 牡2鹿 55 岩田 康誠増田 陽一氏 中村 均 新冠 奥山 博 494 ―1：11．61� 7．9

811 オーミエルサ 牝2鹿 54 畑端 省吾岩﨑 僖澄氏 作田 誠二 新冠 松木 加代 422 ―1：12．02� 101．4�
810 テイエムヤマウサギ 牝2鹿 54 松山 弘平竹園 正繼氏 山内 研二 日高 テイエム牧場日高支場 432 ―1：12．21� 58．7�
44 クリノタンヤオ 牝2栗 54 池添 謙一栗本 博晴氏 田中 章博 日高 日西牧場 444 ―1：12．83� 41．5
66 アイファーマリー 牝2黒鹿 54

51 ▲義 英真中島 稔氏 坪 憲章 新ひだか 野表 篤夫 390 ―1：15．8大差 57．6�
（11頭）

売 得 金
単勝： 19，107，200円 複勝： 20，774，100円 枠連： 9，159，200円
馬連： 35，214，200円 馬単： 23，428，400円 ワイド： 17，354，400円
3連複： 38，734，400円 3連単： 72，220，400円 計： 235，992，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 950円 複 勝 � 200円 � 120円 � 130円 枠 連（3－7） 630円

馬 連 �� 910円 馬 単 �� 2，810円

ワ イ ド �� 370円 �� 550円 �� 200円

3 連 複 ��� 1，030円 3 連 単 ��� 10，640円

票 数

単勝票数 計 191072 的中 � 15996（5番人気）
複勝票数 計 207741 的中 � 19673（5番人気）� 58773（1番人気）� 40126（2番人気）
枠連票数 計 91592 的中 （3－7） 11151（3番人気）
馬連票数 計 352142 的中 �� 29970（4番人気）
馬単票数 計 234284 的中 �� 6244（10番人気）
ワイド票数 計 173544 的中 �� 11083（5番人気）�� 7045（8番人気）�� 25745（1番人気）
3連複票数 計 387344 的中 ��� 28086（2番人気）
3連単票数 計 722204 的中 ��� 4917（35番人気）

ハロンタイム 12．8―11．9―11．8―11．5―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．8―24．7―36．5―48．0―59．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．9―3F34．1
3 ・（2，3）9（5，8）（1，10）7，11－4－6 4 ・（2，3）（5，9）8（1，10）7，11，4＝6

勝馬の
紹 介

アグネスユーリヤ �
�
父 チチカステナンゴ �

�
母父 サクラバクシンオー 初出走

2012．4．14生 牡2鹿 母 アグネスナチュラル 母母 アグネスアテーナー 1戦1勝 賞金 7，000，000円
〔制裁〕 ロードグロワール号の騎手C．ルメールは，4コーナーで内側に斜行したことについて過怠金10，000円。（被害馬：1番）
〔タイムオーバーによる出走制限〕 アイファーマリー号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成26年12月15日まで平地

競走に出走できない。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3103111月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第7競走 ��1，800�サラブレッド系3歳以上
発走13時30分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

811 フォローハート 牝3黒鹿53 幸 英明松岡 隆雄氏 河内 洋 浦河 浦河小林牧場 458± 01：53．5 1．6�
33 ナムラキッス 牝3黒鹿53 小牧 太奈村 睦弘氏 福島 信晴 様似 林 時春 480＋101：53．92� 10．4�
79 テイエムライオネス 牝4青鹿55 竹之下智昭竹園 正繼氏 木原 一良 新冠 松浦牧場 474± 01：54．11� 42．3�
55 スズカシャーマン 牝3芦 53 秋山真一郎永井 啓弍氏 藤沢 則雄 新ひだか 藤沢牧場 448－ 41：54．42 19．6�
710 ウインクルミラクル 牝3鹿 53 北村 友一�有能 高橋 亮 新冠 隆栄牧場 468－10 〃 ハナ 8．5�
67 ストレートラブ 牝5青鹿55 松山 弘平万波 健二氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 21：54．5クビ 9．5	
56 ソロデビュー 牝5黒鹿 55

52 ▲義 英真
フォーレスト 山内 研二 新ひだか 嶋田牧場 502－ 41：54．6� 172．7�
22 � ウインマルゲリータ 牝4黒鹿55 国分 恭介�ウイン 中村 均 浦河 岡本 昌市 432＋ 41：55．02� 100．1�
812 サンレイフローラ 牝4鹿 55 酒井 学永井 啓弍氏 西橋 豊治 平取 びらとり牧場 462－ 21：55．1クビ 36．3
11 マーヴェリックス 牝4鹿 55 M．バルザローナ 市川 義美氏 中内田充正 安平 ノーザンファーム 466＋ 61：55．63 47．2�

（仏）

44 ピ ュ ク シ ス 牝4青 55 和田 竜二 
キャロットファーム 石坂 正 安平 ノーザンファーム 464－121：56．87 44．2�
68 ナンヨーユナ 牝4芦 55 岩田 康誠中村 德也氏 松田 国英 安平 ノーザンファーム 468－ 41：57．65 5．8�

（12頭）

売 得 金
単勝： 23，426，900円 複勝： 76，740，100円 枠連： 14，936，800円
馬連： 52，254，800円 馬単： 34，513，000円 ワイド： 26，865，800円
3連複： 62，730，600円 3連単： 120，876，100円 計： 412，344，100円

払戻金・
給付金

単 勝 � 160円 複 勝 � 110円 � 230円 � 620円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 630円 馬 単 �� 840円

ワ イ ド �� 330円 �� 830円 �� 2，330円

3 連 複 ��� 3，780円 3 連 単 ��� 9，450円

票 数

単勝票数 計 234269 的中 � 112716（1番人気）
複勝票数 計 767401 的中 � 526561（1番人気）� 34199（5番人気）� 9601（8番人気）
枠連票数 計 149368 的中 （3－8） 16516（3番人気）
馬連票数 計 522548 的中 �� 64137（2番人気）
馬単票数 計 345130 的中 �� 30502（3番人気）
ワイド票数 計 268658 的中 �� 23424（4番人気）�� 8042（9番人気）�� 2680（22番人気）
3連複票数 計 627306 的中 ��� 12428（15番人気）
3連単票数 計1208761 的中 ��� 9267（28番人気）

ハロンタイム 12．6―12．1―12．8―12．8―12．9―12．5―12．6―12．3―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．6―24．7―37．5―50．3―1：03．2―1：15．7―1：28．3―1：40．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．3―3F37．8
1
3
9，11，1（3，6）（5，8）－10（4，12）－2，7
9（11，6）（1，3）（5，8）10－4，12＝（2，7）

2
4
9，11，1（3，6）－（5，8）－（4，10）12＝2，7・（9，11）6（1，3）5，10，8（4，12）－7－2

勝馬の
紹 介

フォローハート �
�
父 サンライズペガサス �

�
母父 ク ロ フ ネ デビュー 2013．12．15 阪神4着

2011．4．14生 牝3黒鹿 母 フォローミー 母母 トシザダンサー 12戦2勝 賞金 27，787，000円
※ソロデビュー号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3103211月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第8競走 ��
��1，400�サラブレッド系3歳以上

発走14時00分 （ダート・右）
500万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．7
1：21．5

重
不良

35 キングズガード 牡3鹿 56 川田 将雅�日進牧場 田中 章博 浦河 日進牧場 436± 01：24．5 2．4�
23 ワンダーアジル 牡3青鹿 56

53 ▲義 英真山本 信行氏 佐藤 正雄 新ひだか フクダファーム 458＋ 81：24．71 10．5�
11 モズマッテタワ 牝4黒鹿55 小牧 太北側 雅司氏 牧浦 充徳 浦河 山口 義彦 486＋ 2 〃 ハナ 21．0�
611� メンカウラー 牡3黒鹿56 和田 竜二前田 幸治氏 小崎 憲 米

Caroline Huck-
abay & Ash-
ford Stud

B492＋ 2 〃 クビ 10．1�
815	 サトノユニコーン 牡4鹿 57 岩田 康誠里見 治氏 橋口弘次郎 新ひだか グランド牧場 B472＋ 21：24．91
 3．0�
612 ブルーフラッシュ 牡3芦 56 浜中 俊桜井 欣吾氏 松田 国英 新ひだか 飛野牧場 454＋ 21：25．21� 12．4	
714	 スリーエスペラント 牡4栗 57 太宰 啓介永井商事
 西橋 豊治 新ひだか 武 牧場 504＋ 41：25．3
 112．9�
24 	 シゲルアボカド 牡5鹿 57 秋山真一郎森中 蕃氏 服部 利之 新冠 土井牧場 494± 01：25．51� 151．6�
510 カシノヒカル 牡3鹿 56 酒井 学柏木 務氏 境 直行 浦河 荻伏三好フ

アーム 472＋ 41：25．6� 69．8
47 テンマティーニ 牡3栗 56 藤岡 佑介芹澤 精一氏 作田 誠二 新ひだか 前谷 武志 496＋181：25．7クビ 43．5�
12 メイショウカフウ 牡3鹿 56 武 幸四郎松本 好雄氏 藤沢 則雄 浦河 吉田 又治 478＋ 8 〃 クビ 66．9�
48 � ティズトレメンダス 牝4鹿 55 M．バルザローナ 岡田 牧雄氏 吉村 圭司 米 Morgan’s

Ford Farm 510＋ 81：25．8
 21．9�
（仏）

713 サウンドカール 牡3青鹿56 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 新ひだか 前谷 武志 464＋ 81：26．22
 282．7�
59 ビバハイタッチ 牡3栗 56 国分 恭介池住 節子氏 大根田裕之 新ひだか 今 牧場 474＋ 21：26．3� 20．1�
36 	 メイショウミヤジマ 牝4黒鹿55 竹之下智昭松本 好雄氏 梅内 忍 浦河 三嶋牧場 434－151：27．15 245．3�
816 ローレルベローチェ 牡3栗 56 藤田 伸二 
ローレルレーシング 飯田 雄三 新冠 協和牧場 466－ 41：27．31� 32．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 30，117，000円 複勝： 39，532，800円 枠連： 18，648，400円
馬連： 75，856，900円 馬単： 39，040，500円 ワイド： 36，543，500円
3連複： 95，518，200円 3連単： 141，554，700円 計： 476，812，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 240円 複 勝 � 140円 � 320円 � 340円 枠 連（2－3） 1，650円

馬 連 �� 1，660円 馬 単 �� 2，500円

ワ イ ド �� 710円 �� 840円 �� 2，620円

3 連 複 ��� 6，750円 3 連 単 ��� 21，600円

票 数

単勝票数 計 301170 的中 � 97587（1番人気）
複勝票数 計 395328 的中 � 104867（1番人気）� 26044（4番人気）� 23768（6番人気）
枠連票数 計 186484 的中 （2－3） 8725（6番人気）
馬連票数 計 758569 的中 �� 35256（3番人気）
馬単票数 計 390405 的中 �� 11693（5番人気）
ワイド票数 計 365435 的中 �� 13582（3番人気）�� 11310（9番人気）�� 3415（25番人気）
3連複票数 計 955182 的中 ��� 10604（16番人気）
3連単票数 計1415547 的中 ��� 4751（48番人気）

ハロンタイム 12．3―11．1―11．6―12．1―12．2―12．4―12．8

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．3―23．4―35．0―47．1―59．3―1：11．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F49．5―3F37．4
3 3，11（12，8，16）（5，13）10（2，15）－（1，9）7（6，14）4 4 3（11，12）5（13，8，16）10，2（1，15）9（14，7）（6，4）

勝馬の
紹 介

キングズガード �
�
父 シニスターミニスター �

�
母父 キングヘイロー デビュー 2014．5．18 京都6着

2011．4．21生 牡3鹿 母 キングスベリー 母母 リボンストロベリー 8戦2勝 賞金 22，400，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を14時01分に変更。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の3頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） 2頭 スズカアルファ号・ディープミタカ号
（非抽選馬） 1頭 ダイナミックウオー号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3103311月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第9競走 ��
��1，800�

み さ さ ぎ

御 陵 特 別
発走14時35分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 14，800，000円 5，900，000円 3，700，000円 2，200，000円 1，480，000円
付 加 賞 259，000円 74，000円 37，000円 � コースレコード

中央レコード
1：47．8
1：47．8

重
重

810 タガノゴールド 牡3栗 55 北村 友一八木 良司氏 川村 禎彦 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 478－ 21：52．3 17．1�

66 タガノビリーヴィン 牡4黒鹿57 武 幸四郎八木 昌司氏 河内 洋 新冠 八木牧場 502＋ 41：52．51� 2．6�
33 シ ュ ミ ッ ト 牡4芦 57 川田 将雅杉山 忠国氏 松田 博資 新ひだか 畠山牧場 490－ 41：52．81	 3．9�
78 スズカルパン 牡5鹿 57 和田 竜二永井 啓弍氏 西橋 豊治 新ひだか 岡野牧場 470＋ 21：52．9クビ 6．4�
79 メイショウドゥーマ 牡4黒鹿57 藤岡 康太松本 好�氏 本田 優 新冠 ビッグレッドファーム 490＋ 81：53．0� 60．6�
55 ナンヨーカノン 牝4青鹿55 岩田 康誠中村 德也氏 松永 幹夫 安平 ノーザンファーム 460－ 21：53．42� 8．7	
44 セフティオリビエト 牡5栗 57 岡田 祥嗣池田 實氏 服部 利之 浦河 杵臼斉藤牧場 500± 01：53．93 153．0

811
 ダノンクリエーター 牡5栗 57 C．ルメール�ダノックス 村山 明 米 Waterford

Farm 524－ 21：54．11 10．7�
（仏）

11 マ ユ キ 牝3栗 53 藤田 伸二稻井田安史氏 森 秀行 新ひだか タガミファーム 480＋ 21：54．42 18．2
67 ウエスタンオウジ 牡4鹿 57 浜中 俊西川 賢氏 大竹 正博 新ひだか ウエスタンファーム 478－ 21：54．72 21．1�
22 キングスバーン 牡5鹿 57 小牧 太林 正道氏 大久保龍志 浦河 酒井牧場 510－ 2 〃 ハナ 13．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 30，939，200円 複勝： 47，476，200円 枠連： 16，658，600円
馬連： 89，888，200円 馬単： 46，110，800円 ワイド： 38，010，000円
3連複： 99，048，700円 3連単： 170，419，500円 計： 538，551，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，710円 複 勝 � 290円 � 130円 � 140円 枠 連（6－8） 680円

馬 連 �� 1，780円 馬 単 �� 4，670円

ワ イ ド �� 590円 �� 680円 �� 220円

3 連 複 ��� 1，870円 3 連 単 ��� 16，840円

票 数

単勝票数 計 309392 的中 � 14453（7番人気）
複勝票数 計 474762 的中 � 28660（6番人気）� 120721（1番人気）� 98612（2番人気）
枠連票数 計 166586 的中 （6－8） 18980（3番人気）
馬連票数 計 898882 的中 �� 39007（7番人気）
馬単票数 計 461108 的中 �� 7390（19番人気）
ワイド票数 計 380100 的中 �� 15034（6番人気）�� 12832（9番人気）�� 52063（1番人気）
3連複票数 計 990487 的中 ��� 39586（4番人気）
3連単票数 計1704195 的中 ��� 7336（50番人気）

ハロンタイム 12．3―11．9―13．0―12．4―12．2―12．7―12．8―12．6―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．3―24．2―37．2―49．6―1：01．8―1：14．5―1：27．3―1：39．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F50．5―3F37．8
1
3
2，11（1，6）7，3，10（5，8）9－4
2，11，7，6（3，10）1（5，8）9－4

2
4
・（2，11）1（6，7）（3，10）（5，8）－9－4・（2，11，6）（3，7，10）（5，8）9（1，4）

勝馬の
紹 介

タガノゴールド �
�
父 ゴールドアリュール �

�
母父 ブライアンズタイム デビュー 2013．7．20 中京5着

2011．2．4生 牡3栗 母 アンテヴォルテ 母母 ビワビーナス 13戦3勝 賞金 37，709，000円
〔発走状況〕 セフティオリビエト号は，枠内駐立不良〔立上る〕。
〔制裁〕 セフティオリビエト号の騎手岡田祥嗣は，最後の直線コースでの御法（鞭の使用）について過怠金10，000円。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3103411月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第10競走 ��
��2，200�

ひ え い

比叡ステークス
発走15時10分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 17，900，000円 7，200，000円 4，500，000円 2，700，000円 1，790，000円
付 加 賞 245，000円 70，000円 35，000円 � コースレコード

中央レコード
2：10．0
2：10．0

良
良

79 スズカデヴィアス 牡3黒鹿55 藤岡 佑介永井 啓弍氏 橋田 満 浦河 辻 牧場 500＋ 62：12．7 13．6�
55 シャドウダンサー 牡3黒鹿55 岩田 康誠飯塚 知一氏 角居 勝彦 千歳 社台ファーム 494± 02：12．91� 2．3�
78 リヤンドファミユ 牡4鹿 57 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 452± 02：13．22 9．1�
811 レコンダイト 牡4黒鹿57 C．ルメール 金子真人ホール

ディングス� 音無 秀孝 千歳 社台ファーム 452－ 22：13．3	 4．9�
（仏）

11 リメインサイレント 牝4鹿 55 福永 祐一 �社台レースホース田中 章博 千歳 社台ファーム 496＋ 42：13．4	 4．8	
33 
 ビービートレイター 牡4黒鹿57 浜中 俊�坂東牧場 吉村 圭司 浦河 小倉牧場 500＋202：13．61� 5．7

44 トーホウストロング 牡6黒鹿57 M．バルザローナ 東豊物産� 藤原 英昭 日高 竹島 幸治 502＋122：13．7� 40．2�

（仏）

66 タ イ タ ン 牡6栗 57 川須 栄彦深見 富朗氏 五十嵐忠男 新ひだか 岡田牧場 484± 02：13．8� 51．4�
22 カネトシマーシャル 牡6鹿 57 藤岡 康太兼松 利男氏 五十嵐忠男 新ひだか 静内酒井牧場 512＋ 62：14．12 93．7
810 バアゼルリバー 牡8鹿 57 松山 弘平市川 義美氏 松田 博資 白老（有）社台コーポレー

ション白老ファーム 508＋102：14．2クビ 181．8�
67 メイショウタマカゼ 牡5栗 57 武 幸四郎松本 好雄氏 荒川 義之 浦河 三嶋牧場 466＋282：14．3	 133．4�

（11頭）

売 得 金
単勝： 45，205，000円 複勝： 58，260，900円 枠連： 21，645，600円
馬連： 114，595，900円 馬単： 62，611，800円 ワイド： 45，905，800円
3連複： 129，170，700円 3連単： 255，064，500円 計： 732，460，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 1，360円 複 勝 � 280円 � 130円 � 230円 枠 連（5－7） 800円

馬 連 �� 1，610円 馬 単 �� 4，290円

ワ イ ド �� 570円 �� 1，240円 �� 500円

3 連 複 ��� 3，770円 3 連 単 ��� 28，350円

票 数

単勝票数 計 452050 的中 � 26530（6番人気）
複勝票数 計 582609 的中 � 41772（6番人気）� 164834（1番人気）� 55799（5番人気）
枠連票数 計 216456 的中 （5－7） 20961（4番人気）
馬連票数 計1145959 的中 �� 55062（7番人気）
馬単票数 計 626118 的中 �� 10944（19番人気）
ワイド票数 計 459058 的中 �� 21085（7番人気）�� 8964（15番人気）�� 24226（6番人気）
3連複票数 計1291707 的中 ��� 25636（13番人気）
3連単票数 計2550645 的中 ��� 6521（94番人気）

ハロンタイム 12．9―11．6―12．5―12．3―12．6―12．6―12．7―11．8―11．1―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800� 2，000�
12．9―24．5―37．0―49．3―1：01．9―1：14．5―1：27．2―1：39．0―1：50．1―2：01．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F45．5―3F33．7
1
3
9，11（5，1）6（3，2）－4，10，8－7・（9，11）（5，1，6）（3，2）（8，4）－（7，10）

2
4
9，11（5，1）6（3，2）4，8，10，7・（9，11）1（5，3，6）（8，2）4，7，10

勝馬の
紹 介

スズカデヴィアス �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 サンデーサイレンス デビュー 2014．1．6 京都7着

2011．5．8生 牡3黒鹿 母 スズカローラン 母母 ローマンスズカⅡ 10戦3勝 賞金 44，999，000円
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。



3103511月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第11競走 ��
��1，600�第49回デイリー杯2歳ステークス（ＧⅡ）

発走15時45分 （芝・右・外）
2歳，除未出走馬および未勝利馬；負担重量は，馬齢重量

デイリースポーツ賞（1着）
賞 品

本 賞 36，000，000円 14，000，000円 9，000，000円 5，400，000円 3，600，000円
付 加 賞 371，000円 106，000円 53，000円 � コースレコード

中央レコード
1：33．2
1：32．3

良
良

88 タガノエスプレッソ 牡2鹿 55 岩田 康誠八木 良司氏 五十嵐忠男 新冠 有限会社新冠
タガノファーム 442－ 21：35．1 7．9�

89 アッシュゴールド 牡2栗 55 池添 謙一 �社台レースホース池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 438＋ 61：35．2� 4．0�

22 ナ ヴ ィ オ ン 牡2鹿 55 福永 祐一橋口 博氏 橋口弘次郎 日高 浜本牧場 460＋ 41：35．41� 2．2�
33 アルマワイオリ 牡2黒鹿55 勝浦 正樹コウトミックレーシング 西浦 勝一 新冠 小泉牧場 468＋ 81：35．61� 5．6�
55 レザンドゥオール 牡2栗 55 C．ルメール 高橋 一恵氏 武藤 善則 様似 髙村 伸一 502＋ 61：35．7� 31．0�

（仏）

11 ケツァルテナンゴ 牡2鹿 55 浜中 俊	G1レーシング 笹田 和秀 安平 ノーザンファーム 482＋161：35．8	 7．4

44 グレイスフルワード 牝2鹿 54 M．バルザローナ 	ノルマンディーサラブレッドレーシング 牧田 和弥 新ひだか 岡田スタツド 412－12 〃 ハナ 21．5�

（仏）

66 プリメラアスール 牝2黒鹿54 幸 英明青木 照吉氏 鈴木 孝志 新ひだか 石川 栄一 486－ 41：36．01� 33．5�
77 テイエムダンシング 牡2鹿 55 和田 竜二竹園 正繼氏 山内 研二 日高 戸川牧場 460＋ 81：36．63� 111．4

（9頭）

売 得 金
単勝： 110，563，900円 複勝： 126，897，200円 枠連： 40，661，500円
馬連： 244，842，100円 馬単： 148，175，200円 ワイド： 94，204，100円
3連複： 265，241，300円 3連単： 721，331，100円 計： 1，751，916，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 790円 複 勝 � 160円 � 140円 � 110円 枠 連（8－8） 1，690円

馬 連 �� 1，770円 馬 単 �� 3，630円

ワ イ ド �� 460円 �� 280円 �� 220円

3 連 複 ��� 970円 3 連 単 ��� 9，660円

票 数

単勝票数 計1105639 的中 � 111866（5番人気）
複勝票数 計1268972 的中 � 139174（5番人気）� 194337（2番人気）� 479238（1番人気）
枠連票数 計 406615 的中 （8－8） 18554（6番人気）
馬連票数 計2448421 的中 �� 106627（6番人気）
馬単票数 計1481752 的中 �� 30546（14番人気）
ワイド票数 計 942041 的中 �� 46107（6番人気）�� 84637（3番人気）�� 121917（2番人気）
3連複票数 計2652413 的中 ��� 204573（4番人気）
3連単票数 計7213311 的中 ��� 54108（32番人気）

ハロンタイム 12．6―11．4―12．0―12．8―12．3―11．4―11．2―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．6―24．0―36．0―48．8―1：01．1―1：12．5―1：23．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F46．3―3F34．0
3 5，6（3，8）4（2，9）（1，7） 4 ・（5，6）（3，4，8）（2，9）（1，7）

勝馬の
紹 介

タガノエスプレッソ �
�
父 ブラックタイド �

�
母父 キングカメハメハ デビュー 2014．8．23 新潟3着

2012．2．12生 牡2鹿 母 タガノレヴェントン 母母 フィバリッシュ 4戦2勝 賞金 45，171，000円
※レザンドゥオール号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の国名を表示している。

3103611月15日 晴 良 （26京都5）第3日 第12競走 ��
��1，600�サラブレッド系3歳以上

発走16時20分 （芝・右・外）
1000万円以下；負担重量は，3歳56�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 10，200，000円 4，100，000円 2，600，000円 1，500，000円 1，020，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．4
1：30．7

良
良

22 サンマルクイーン 牝5栗 55 幸 英明相馬 勇氏 大橋 勇樹 浦河 笹島 政信 466± 01：35．4 1．7�
11 タ マ ラ マ �5黒鹿57 岩田 康誠 H.H．シェイク・モハメド 中竹 和也 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 510＋ 6 〃 アタマ 3．5�
55 ラインアンジュ 牝6鹿 55 武 幸四郎大澤 繁昌氏 松永 昌博 日高 日高大洋牧場 492＋101：35．71	 8．3�
78 
 テーオーフェアリー 牝5栗 55

52 ▲義 英真小笹 公也氏 岡田 稲男 浦河 三嶋牧場 490＋ 61：36．23 18．0�
33 キンショータイム 牡4栗 57 川須 栄彦礒野日出夫氏 中村 均 厚真 阿部 栄乃進 492＋ 61：36．41� 63．0�
89 ビットスターダム 牡6芦 57 太宰 啓介馬場 祥晃氏 大根田裕之 日高 合資会社カ

ネツ牧場 460± 0 〃 ハナ 36．0�
77 カイシュウタビビト 牡5芦 57 藤岡 康太飯村 孝男氏 石橋 守 新冠 秋田牧場 498± 0 〃 クビ 20．6	
810 ビタミンエース 牡3鹿 56 藤岡 佑介村上 稔氏 本田 優 新ひだか 谷口育成牧場 506＋ 21：36．5� 8．6

66 エスケイティアラ 牝5鹿 55 国分 恭介長谷川光司氏 加藤 敬二 浦河 ヒダカフアーム 430－ 41：37．99 141．2�
44 グレイトエンブレム �4栗 57 岡田 祥嗣小川 勲氏 作田 誠二 浦河 信成牧場 428－ 21：38．53� 61．7�

（10頭）

売 得 金
単勝： 44，651，800円 複勝： 66，024，600円 枠連： 25，535，800円
馬連： 102，117，900円 馬単： 77，079，200円 ワイド： 46，028，800円
3連複： 111，115，700円 3連単： 331，441，900円 計： 803，995，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 170円 複 勝 � 110円 � 110円 � 130円 枠 連（1－2） 240円

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 360円

ワ イ ド �� 130円 �� 270円 �� 350円

3 連 複 ��� 500円 3 連 単 ��� 1，140円

票 数

単勝票数 計 446518 的中 � 200450（1番人気）
複勝票数 計 660246 的中 � 333602（1番人気）� 103273（2番人気）� 70820（3番人気）
枠連票数 計 255358 的中 （1－2） 79738（1番人気）
馬連票数 計1021179 的中 �� 328120（1番人気）
馬単票数 計 770792 的中 �� 160130（1番人気）
ワイド票数 計 460288 的中 �� 129303（1番人気）�� 35045（3番人気）�� 24815（4番人気）
3連複票数 計1111157 的中 ��� 164183（1番人気）
3連単票数 計3314419 的中 ��� 210326（1番人気）

ハロンタイム 13．1―11．8―12．2―12．8―12．3―11．0―10．8―11．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
13．1―24．9―37．1―49．9―1：02．2―1：13．2―1：24．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F45．5―3F33．2
3 2（6，8）1（3，5）（7，9）－4，10 4 5，2－（1，8）（6，9）（7，3）（10，4）

勝馬の
紹 介

サンマルクイーン 
�
父 ダイワメジャー 

�
母父 Giant’s Causeway デビュー 2012．1．9 京都5着

2009．3．23生 牝5栗 母 ミスサイベリア 母母 Miss Tobacco 26戦4勝 賞金 59，240，000円
※エスケイティアラ号・カイシュウタビビト号は，一般事項Ⅴ－3により出馬投票したものとみなした。



（26京都5）第3日 11月15日（土曜日） 晴 馬場 （芝Bコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 152頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩 務 員 手 当

243，090，000円
2，080，000円
12，560，000円
1，250，000円
22，020，000円
58，762，500円
4，105，000円
1，459，200円

勝馬投票券売得金
425，599，200円
640，841，500円
206，284，700円
926，115，400円
578，111，100円
419，838，000円
1，072，419，900円
2，271，206，400円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 6，540，416，200円

総入場人員 18，243名 （有料入場人員 15，969名）
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